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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用・所得環境の改善により、緩やかな回復基調

で推移しました。しかしながら、新興国経済の減速懸念や、英国のＥＵ離脱問題などの影響により急速に円高が進

行するなど、依然として不透明な状況が続いております。当社グループはこのような状況下におきまして、顧客ニ

ーズに柔軟に対応するとともに、積極的な営業展開に努めてまいりました結果、総取扱量は前年同期間比6.3％増加

しましたが、売上高は32億97百万円余(対前年同期間１億69百万円余減)となりました。損益面につきましては、売

上高の減少、外注費比率が増加したことにより、営業総利益は前年同期間比29.1％減少し１億74百万円余(対前年同

期間71百万円余減)となりました。営業損失は、76百万円余(前年同期間は営業損失11百万円余)、経常損失は64百万

円余(前年同期間は経常利益９百万円余)、親会社株主に帰属する四半期純損失は42百万円余(前年同期間は親会社株

主に帰属する四半期純利益49百万円余)の計上となっております。

セグメントの業績を示すと、次の通りであります。

①輸出部門

輸出部門におきましては、雑貨及び機械機器製品が減少したことにより、輸出部門の売上高は前年同期間比16.1

％減少し７億34百万円余、セグメント損失は52百万円余（前年同期間はセグメント損失23百万円余）の計上となり

ました。

②輸入部門

輸入部門におきましては、雑貨が減少したことにより、輸入部門の売上高は前年同期間比2.7％減少し12億30百万

円余、セグメント損失は36百万円余（前年同期間はセグメント損失15百万円余）の計上となりました。

③国際部門

国際部門におきましては、国際輸出は、東南アジア及び台湾向けの建材の取扱いを伸ばしたため、国際輸出部門

の売上高は前年同期間比6.3％増加し４億24百万円余の計上となりました。国際輸入は、東南アジアからの繊維製

品、雑貨は堅調に推移しましたが、主力の中国からの繊維製品、家具、建材の取扱いが低迷したことにより、国際

輸入部門の売上高は前年同期間比1.6％減少し８億68百万円余の計上となりました。その結果、国際部門の売上高は

前年同期間比0.9％増加し12億92百万円余、セグメント損失は２百万円余(前年同期間はセグメント利益10百万円余)

の計上となりました。

④その他

船内荷役、港湾関連及び倉庫業等の売上合計は前年同期間比13.5％減少し58百万円余となり、セグメント利益は

前年同期間比１百万円余減少し15百万円余の計上となりました。

　

（注） 上記のセグメントの営業収入には、セグメント間の内部営業収入18百万円余を含んでおります。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ１億27百万円余減少し、92億41百万円余とな

りました。流動資産は５百万円余減の33億36百万円余、固定資産は１億22百万円余減の59億５百万円余であります。

流動資産減少の主な要因は、現金及び預金の増加がありますが、売掛金及び立替金の減少等によるものであります。

固定資産減少の主な要因は、投資有価証券の減少及び減価償却費計上による減少によるものであります。

流動負債は、前連結会計年度末に比べ18百万円余増加し、44億93百万円余となりました。固定負債は、前連結会

計年度末に比べ、20百万円余増加し25億68百万円余となりました。流動負債増加の主な要因は、営業未払金の減少

がありますが、賞与引当金及び未払金の増加等によるものであります。固定負債増加の主な要因は、長期借入金の

増加等によるものであります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ、１億66百万円余減少し、21億79百万円余となりました。これは、利益剰余

金及びその他有価証券評価差額金の減少等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、平成28年５月13日公表の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はありま

せん。
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２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用の計算

税金費用につきましては、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前当期純利益に対する税

効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税金等調整前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。また、見積実効税率を使用できない場合は、税金等調整前四半期純利益に一時差異に該当しない重要な差

異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しております。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」（実務対応

報告第32号 平成28年６月17日）を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取得した建物附

属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であ

ります。

（４）追加情報

　(繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用)

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を当第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 677,032 857,679

受取手形及び売掛金 1,514,695 1,414,143

繰延税金資産 68,794 93,357

立替金 809,237 659,806

その他 275,517 317,758

貸倒引当金 △3,471 △6,223

流動資産合計 3,341,806 3,336,522

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,523,853 1,503,142

機械装置及び運搬具（純額） 48,121 47,271

工具、器具及び備品（純額） 6,233 5,964

土地 1,781,656 1,781,656

リース資産（純額） 135,830 124,839

有形固定資産合計 3,495,696 3,462,873

無形固定資産

借地権 34,560 34,560

その他 228,637 211,032

無形固定資産合計 263,197 245,592

投資その他の資産

投資有価証券 1,040,014 969,804

差入保証金 787,386 786,814

その他 449,795 448,726

貸倒引当金 △8,653 △8,653

投資その他の資産合計 2,268,543 2,196,692

固定資産合計 6,027,436 5,905,158

資産合計 9,369,243 9,241,681
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成28年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 1,341,641 1,233,808

短期借入金 2,630,228 2,558,435

リース債務 45,117 44,004

未払法人税等 7,898 6,237

賞与引当金 167,090 252,840

その他 283,074 398,539

流動負債合計 4,475,050 4,493,866

固定負債

長期借入金 1,967,326 2,054,454

リース債務 102,170 91,579

長期未払金 126,653 110,801

繰延税金負債 66,097 43,600

役員退職慰労引当金 66,417 68,689

退職給付に係る負債 219,379 199,275

固定負債合計 2,548,044 2,568,400

負債合計 7,023,094 7,062,266

純資産の部

株主資本

資本金 735,000 735,000

資本剰余金 170,427 170,427

利益剰余金 1,357,501 1,241,867

自己株式 △9,688 △9,688

株主資本合計 2,253,239 2,137,606

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 150,020 90,775

退職給付に係る調整累計額 △57,111 △48,966

その他の包括利益累計額合計 92,908 41,808

純資産合計 2,346,148 2,179,415

負債純資産合計 9,369,243 9,241,681
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

営業収入 3,466,591 3,297,561

営業費用 3,220,014 3,122,731

営業総利益 246,576 174,829

一般管理費 257,992 251,387

営業損失（△） △11,415 △76,557

営業外収益

受取利息及び配当金 14,109 20,623

持分法による投資利益 9,666 12,520

その他 19,346 16,739

営業外収益合計 43,122 49,883

営業外費用

支払利息 21,253 20,474

その他 943 16,951

営業外費用合計 22,197 37,425

経常利益又は経常損失（△） 9,509 △64,100

特別利益

固定資産処分益 - 29

出資金売却益 64,956 -

特別利益合計 64,956 29

特別損失

固定資産除売却損 0 0

特別損失合計 0 0

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

74,466 △64,070

法人税等 24,466 △21,772

四半期純利益又は四半期純損失（△） 49,999 △42,298

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

49,999 △42,298
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 49,999 △42,298

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 59,107 △59,245

退職給付に係る調整額 1,961 8,145

その他の包括利益合計 61,068 △51,099

四半期包括利益 111,067 △93,397

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 111,067 △93,397

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

当第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)1

合計
調整額
(注)2

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)3

輸出 輸入 国際

売上高

外部顧客への売上高 875,916 1,263,775 1,281,866 45,032 3,466,591 ― 3,466,591

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― 22,635 22,635 △22,635 ―

計 875,916 1,263,775 1,281,866 67,668 3,489,227 △22,635 3,466,591

セグメント利益又は損失(△) △23,281 △15,088 10,367 16,587 △11,415 ― △11,415

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、船内荷役、港湾関連、倉庫業及び

その他の事業を含んでおります。

２．調整額△22,635千円は、セグメント間取引消去額であります。

３．セグメント利益又は損失(△)の合計は、四半期連結損益計算書の営業損失であります。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)1

合計
調整額
(注)2

四半期
連結損益
計算書
計上額
(注)3

輸出 輸入 国際

売上高

外部顧客への売上高 734,673 1,230,273 1,292,974 39,639 3,297,561 ― 3,297,561

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― 18,885 18,885 △18,885 ―

計 734,673 1,230,273 1,292,974 58,524 3,316,446 △18,885 3,297,561

セグメント利益又は損失(△) △52,838 △36,225 △2,559 15,065 △76,557 ― △76,557

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、船内荷役、港湾関連、倉庫業及び

その他の事業を含んでおります。

２．調整額△18,885千円は、セグメント間取引消去額であります。

３．セグメント利益又は損失(△)の合計は、四半期連結損益計算書の営業損失であります。
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